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平成２１年度長期研修生報告

静岡市教育センター 長期研修員

静岡市立高松中学校 教諭 西馬場智美

資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することができる生徒の育成

１．研究の目的１．研究の目的１．研究の目的１．研究の目的

（１）テーマ設定の背景

①新教育基本法・新学校教育法

平成１８年、約６０年ぶりに教育基本法が改正され、平成１９年には学校教育法が改

正された。

改正教育基本法では、第２条「教育の目標」について、「幅広い知識と教養を身につ

け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養う

こと」とし、知・徳・体の調和のとれた発達を重視した。また第５条第２項において「義務

教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立

的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質

を養うことを目的として行われるものとする」とし、義務教育の目的を明らかにした。

それを受けて改正学校教育法では、第３０条で、「生涯にわたり学習する基盤が培わ

れるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決す

るために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取

り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない」とし、学力の重要な要素を、

・基礎的・基本的な知識・技能の習得

・それを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等

・学習意欲

と定義づけた。

これらのことは、現行学習指導要領が理念とする「生きる力」が求める「問題を解決す

る資質・能力、豊かな人間性、健康・体力」と同じものであり、新学習指導要領において

も変わらず理念として重視されるものである。

②子どもたちの現状

では、「生きる力」を求められる子どもたちは、どのような現状にあるのか。

平成１５年に行われた、ＯＥＣＤのＰＩＳＡ調査、ＩＥＡのＴＩＭＳＳ調査の結果から、読解

力や記述式問題に課題があること、成績中位層が減り、低位層が増加したこと、読解力

や記述式の問題の無答率が高いことなど、学習意欲や、ねばり強く課題に取り組む態

度に個人差が広がっていることが課題として浮き彫りになった。
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また、全国学力・学習状況調査の結果からは、基礎的・基本的な知識・技能はおお

むね身につけているものの、要約すること、必要な事柄を取り出して与えられた条件に

即して書き換えること、複数の資料から得た情報を比較して、伝えるべき事柄を明確に

書くこと、仮定と結論の意味を理解して、正しい証明に改善することなど、思考力・判断

力・表現力を問う読解力や記述式の問題に課題が見られた。

③新学習指導要領

そこで、新学習指導要領では、基本理念を踏まえ、現在の子どもたちの課題への対応の

視点から、

① 「生きる力」という理念の共有

② 基礎的・基本的な知識・技能の習得

③ 思考力・判断力・表現力

④ 確かな学力を確立するために必要な授業時数の確保

⑤ 学習意欲の向上や学習習慣の確立

⑥ 豊かな心や健やかな体の育成のための指導の工夫

をポイントとして改訂され、特に②基礎的・基本的な知識・技能の習得基礎的・基本的な知識・技能の習得基礎的・基本的な知識・技能の習得基礎的・基本的な知識・技能の習得を基盤とした③思思思思

考力・判断力・表現力考力・判断力・表現力考力・判断力・表現力考力・判断力・表現力、⑤学習意欲の向上や学習習慣の確立、⑥豊かな心や健やかな

体の育成のための指導の工夫が重要とされた。

中でも、③思考力・判断力・表現力を育成するために充実すべき、とされたのが言語言語言語言語

活動活動活動活動である。

言語活動とは、記録、要約、説明、論述などの言語に関する学習活動言語活動とは、記録、要約、説明、論述などの言語に関する学習活動言語活動とは、記録、要約、説明、論述などの言語に関する学習活動言語活動とは、記録、要約、説明、論述などの言語に関する学習活動を指す。知的

活動の基盤という言語の役割の観点から、国語科だけではなく、各教科において、観察

・実験や社会科のレポートで、視点を明確にして観察したり見学したりした事象の差異

点や共通点をとらえて記録・報告するなどの言語活動を充実させるよう求められている。

社会科においては、地域の公共施設等の見学の結果を記述・報告する、文章や資

料を読み、自分なりの考えをまとめて表現する、調べ、分析したことを論述する、予想や

仮説と検証方法を討論しながら考えを深めあう、などの活動が考えられる。

このことは、上記のＰＩＳＡ調査の結果から、ＰＩＳＡ型読解力の向上が叫ばれているこ

とが大きく影響していると考えられる。

④社会科に求められていること

社会科においては、以下の３点が改訂の要点とされた。

ア 基礎的・基本的な知識・概念や技能の習得

このことは、教育基本法第５条２項及び、学校教育法第３０条２項にあるよう

に、生きる力の要素である基礎的・基本的な知識・技能の習得が強く求められ

ていることを踏まえたものである。社会科においては、とくに「概念」について

の習得が追加されている。
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イ 言語活動の充実

新学習指導要領では思考力・判断力・表現力の育成が強調されている。思

考力・判断力・表現力を育成するに当たり、レポート作成や論述など知識・技

能を活用する学習が重要となるが、その基盤となるのが言語能力であり、各教

科で改善の視点となっている。

社会科においては、様々な資料を適切に収集・活用すること、事象を多面

的・多角的に考察し、公正に判断・表現することなどが現行の学習指導要領

から行われている。新学習指導要領ではさらに、社会的事象の意味・意義を

解釈すること、事象の特色や事象間の関連を説明することが、あらたに「言語

活動」として盛り込まれた。

ウ 社会参画、伝統と文化、宗教に関する学習

教育基本法第２条５項及び、学校教育法第２１条第１項、教育基本法第１５

条第１項を受け、教育基本法第１５条第２項に抵触しない範囲での宗教に関

する学習が行われることとなった。また社会科全体の中で、社会参画を促した

り、伝統と文化を見つめ直したりする学習活動が盛り込まれた。

⑤静岡市社会科平成２１年度課題と重点

静岡市の社会科では、平成２１年度までの課題を「基礎的・基本的な概念や技能の

習得、資料の読み取りや解釈の力、自分の考えを記述する力などが必ずしも十分とは

言えない状況である」とし、「基礎的・基本的な知識・概念や技能を習得し、社会的事象

の意味、意義を解釈する学習や事象の特色や事象間の関連を説明する学習などを通

して、社会的な見方や考え方を養う学習を一層充実させる」とした。

重点は４点である。

第１点は、新学習指導要領への対応である。社会科の目標を明確にし、地域、児童

生徒の実態に応じた教材配列をし、小学校、中学校の学習内容の関連や指導の連続

性を重視することとした。年間計画の作成では、１時間の授業レベルでの具体化が求め

られている。

第２点は、学習指導の工夫改善である。情報を活用して課題を追究し、自分の考えを

表現する学習を工夫する、ということである。具体的には、図（絵図）やグラフ、年表など

の資料を厳選し活用すること、「考えあう」時間を設定すること、表現活動を工夫すること

などがあげられる。

第３点は、社会科の資質・能力を育成し、基礎的基本的事項の定着と社会科の能力

の育成を図ることである。とくに資料活用能力に注目し、地図の能力地図の能力地図の能力地図の能力（絵地図、平面地

図、地図記号、方位、地球儀等の読図・作図の力）の育成と、統計資料、写真資料、絵統計資料、写真資料、絵統計資料、写真資料、絵統計資料、写真資料、絵

図、年表等を読み取り活用する能力図、年表等を読み取り活用する能力図、年表等を読み取り活用する能力図、年表等を読み取り活用する能力の育成が重要視されている。

第４点は、移行措置のポイントを確実に実施することである。中学校では平成２２年度

以降の入学生が新学習指導要領による授業時数となるため、準備が必要である。

これら４点の中でも、第３点目、「社会科の資質・能力の育成」第３点目、「社会科の資質・能力の育成」第３点目、「社会科の資質・能力の育成」第３点目、「社会科の資質・能力の育成」について、資料活用能

力が注目されていることが重要であると考える。
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⑥本研究において意識したこと

新学習指導要領への移行を２年後に控え、新学習指導要領において重要視されて

いる６つのポイントのうち、思考力・判断力・表現力を育成するために必要な言語活動思考力・判断力・表現力を育成するために必要な言語活動思考力・判断力・表現力を育成するために必要な言語活動思考力・判断力・表現力を育成するために必要な言語活動

の充実の充実の充実の充実について意識した。

言語活動の社会科での具体例として示された、見学の結果を記述・報告する、文章

や資料を読み、自分なりの考えをまとめて表現する、調べ、分析したことを論述する、討

論しながら考えを深めあう、などの活動は、これまでも「調べ学習」として実践してきた内

容である。これらの活動の質を高め、生徒にどのような力をつけさせたいのか意識して

実践することが、新学習指導要領で求められている力を育成することにつながるのでは

ないかと考えた。

（２）自己課題

長期研修員として、１年間研究するにあたり、これまでの実践を振り返った。

その中で、「調べ学習のまとめの段階の話し合いが深まらない」「調べ学習のまとめの段階の話し合いが深まらない」「調べ学習のまとめの段階の話し合いが深まらない」「調べ学習のまとめの段階の話し合いが深まらない」という自己課題が浮

かび上がった。２週間ちかくにわたる調べ学習のモチベーションをキープするために、

魅力ある教材を吟味したり、生徒の興味・関心をひく導入を心がけたりするなどの工夫

はしていたものの、調べ学習をし、個人のまとめをし、いざ全体で話し合ってまとめをし

ようとなると、議論が深まらない。

自分の意見を言うだけで、他者の話からさらに発展させて議論する姿があまり見られ

なかった。また、他者の話や資料と結びつけたり比較したりして出てくる価値に気づか

ず、自分の調べた内容、考えた内容のみを話す生徒が多かった。

これは、資料を的確に読み取り、比較・関連させる方法資料を的確に読み取り、比較・関連させる方法資料を的確に読み取り、比較・関連させる方法資料を的確に読み取り、比較・関連させる方法を指導してこなかったこと、論論論論

理的思考力（比較し、関連づけ、総合する力理的思考力（比較し、関連づけ、総合する力理的思考力（比較し、関連づけ、総合する力理的思考力（比較し、関連づけ、総合する力）を育ててこなかったことが原因ではないか

と考えられる。

（３）研究の目的

自己課題を解決させるために、資料の読み取り方、比較・関連のさせ方、論理的思資料の読み取り方、比較・関連のさせ方、論理的思資料の読み取り方、比較・関連のさせ方、論理的思資料の読み取り方、比較・関連のさせ方、論理的思

考力の育て方考力の育て方考力の育て方考力の育て方の三点を研究することは、新学習指導要領で重要視されている思考力・

判断力・表現力の基盤となる言語活動の充実言語活動の充実言語活動の充実言語活動の充実につながるものと考えられる。言語活動の

具体例としてあげられている、様々な資料を適切に収集・活用すること、事象を多面的・

多角的に考察し、公正に判断・表現すること、事象の特色や事象間の関連を説明する

ことを意識して実践を行うことは、まさしく自己課題解決のための学習活動であると考え

られるためである。

また、静岡市の社会科の課題と重点である社会科の能力（地図の能力、資料を読み社会科の能力（地図の能力、資料を読み社会科の能力（地図の能力、資料を読み社会科の能力（地図の能力、資料を読み

取り活用する能力取り活用する能力取り活用する能力取り活用する能力）の育成にもつながると考えられる。

以上のことから、研究の目的を、資料の読み取り方、比較関連のさせ方、論理的思考力の

育成法について研究し、実践を行うことで自己課題を解決することとし、願う生徒像を
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① 資料のポイントとなる部分を的確に読み取り、それをもとに、自分の考えを主張

できる生徒

② 複数の資料を比較・関連させ、新たな価値を見いだせる生徒

③ 資料を根拠とする自分の考えを、論理的に伝えることができる生徒

とし、研究テーマを

資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することができる生徒の育成資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することができる生徒の育成資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することができる生徒の育成資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することができる生徒の育成

とした。

２．研究仮説２．研究仮説２．研究仮説２．研究仮説

テーマ「資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することができ「資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することができ「資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することができ「資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することができ

る生徒の育成」る生徒の育成」る生徒の育成」る生徒の育成」の内容実現のためには、まず、資料のポイントとなる部分を正確に読み

取ることと、それをもとに自分の考えを主張できなければならない。この学習は、何度も

繰り返すことで身に付くものと考えられる。

また、個の読み取りにとどまらず、生徒同士が読み取った内容を話し合う、交流する

時間が必要となる。生徒同士が、読み取った事実や主張を伝え合うことで、同じ資料か

ら複数の事実が読み取れたり、異なる主張を持ったりしたことに気づき、生徒の見方・考

え方が多様化・深化することが期待されるためである。その多様化・深化の過程の中

で、他の生徒の読み取った事実や主張と自分の読み取った事実や主張を比較したり関

連させたりしてあらたな主張が生み出され、自信を持って自分の考えを表現することが

できるのではないかと考える。

そこで、

資料が示す事実を的確に読み取り、そこから自分の主張を作る学習を繰り返すことで、

自信を持って自分なりの考えを表現することができるのではないか。

と仮定し、以下３点の手だてを考えた。
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３．研究内容と方法３．研究内容と方法３．研究内容と方法３．研究内容と方法

（１）手だて

手だて① 資料の読み取り方を指導する。

手だて①は、本研究における基礎的・基本的な技能の習得にあたる。

実践を振り返り、生徒に調べ学習を課しておきながら、具体的な資料の読み取り方に

ついて丁寧に指導せず、生徒は資料を読み取れているものと勝手に思いこんでいたと

いう反省がある。

例えば地形図を読み取るポイントは、縮尺・等高線の様子から地形の特色を読み取

り、土地利用との関わりを考えることである。そうした読み取るポイントを具体的に指導さ

れず、ただ「地形図から特徴を読み取りなさい」と言われても、生徒はさぞかし困惑した

ことだろう。

また、資料を読み取る際に、その資料が示す本質ではない部分に着目してしまうこと

があった。その資料が本当はなにを意味しているのか、という、資料の持つ意図まで読

み取れるようにするには、それぞれの資料の特質を理解し、読み取るポイントを身につ

けなければならない。

そこで、資料の特質ごとに異なる、資料を読み取る際のポイントを指導し、資料が示

す事実と意図を読み取れるようにしようと考えた。

以下の表は、本研究で扱う資料の種類と指導のポイントである。

＜資料の種類と指導のポイント＞・縮尺を確認する・等高線の様子から地形の特色を読む① 地形図 ・地形と土地利用との関係をつかむ地 ・地名と地域の様子、歴史との関係を読む・古い地図と比較し、変化を読む・分布の割合を読む（何が多いか、少ないか）② 分布図 ・地形や位置と分布との関係を考えて読む図 （どんなところに多いか、少ないか）・同じ縮尺の主題図を使って、トレーシングペーパー等を使って③ 地図を比べる 重ね合わせて、地形や気候、分布等の主題図の示す関係を考える。・複数の主題図を比較して、相互の関係を考える。・年度、単位を確認する。グ ① 折れ線グラフ・棒グラフ ・全体的な変化を見るラ （だんだん上がる、だんだん下がる、突然上がる、突然下がる、変化なし）フ ・年度、単位を確認する。② 帯グラフ・円グラフ ・順位を確認する。・複数のグラフを比べ、割合と数値に注意して変化を読む（帯グラフ）景観写真 ・写っているもの、際立っているもの、多い（少ない）ものは何か見る。写 ・同じ景観が見られる地域はあるか、他の地域との違いはなにか考える。真 歴史写真 ・いつ頃の写真か、年代を確認する。・現在の同じ場所と比較して、変化したところ、していないところを確認する。
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手だて② 資料から読み取れる「事実」とそこから考えられる「主張」をわけて考えさせる。

手だて①によって読み取れるようになった、資料のポイントとなる「事実」をもとに、そ

の「事実」からどのようなことが「主張」できるか考え、「事実」と「主張」の関係の説明をす

るのが手だて②である。手だて③につながる、事実に裏打ちされた自分の考えをつく

る、最も重要な過程であるといえる。

具体的な手法は以下の通りである。

① 資料を読み取る際に、ワークシートを配布する。

② ワークシートには、以下のア～ウの三点を記入する。

ア その資料から読み取れる事実

イ その事実から主張できること

ウ 事実と主張の関係の説明

③ 小グループ（４人程度）で、それぞれが読み取った事実や主張を説明し合い、

それぞれの持つ情報を共有化する。

この場は、生徒一人ひとりがじっくりと資料と向き合い、自分の「主張」をつくる場でも

あるが、それぞれが読み取った「事実」や考えた「主張」を持ち寄り、新たな事実に気づ

いたり、異なる主張を聞いて新たな視点を知ったりする、生徒たちの思考を多様化・深

化させる場でもある。

この活動を繰り返すことにより、生徒たちは資料を読み取る力をつけ、さらに思考力・

判断力をつけていくことができると考える。

手だて③ 「事実」と「主張」をもとに、考え話し合う時間を設ける。

手だて③は、手だて①と手だて②の基盤の上になりたつ学習活動であり、手だて①、

②で身につけた力を活用する学習活動でもある。

この手だては、学習のまとめの段階で行い、議論が深まるように話し合いをする。

「議論が深まっている状態」とは、生徒一人ひとりが「どのようにしたら自分の調べたこ

とや考えたことを相手にわかりやすく伝えられるか」を意識して話している、という状態で

ある。

そのためには、生徒が資料を読み取る力をつけ、資料に裏打ちされた自分の考えを

論理的に伝える力を身につけなければならない。

論理的に伝える、とは、事実と意見を区別して話したり、要約したりして話せる、という

ことである。話し合いの前段階で、どうすれば自分の考えをわかりやすく伝えられるか、

主張文を書いたり、他者の意見を予想したりする学習を組み込むことで、自信を持っ

て、論理的に自分の考えを表現することができると考える。
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手だて①～③と仮説を図式化すると、以下のようになる。

資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することができる生徒の育成資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することができる生徒の育成資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することができる生徒の育成資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することができる生徒の育成

自信を持って自分なりの考えを表現する

主 張 主 張

主 張 主 張 主 張

事 実 事 実

資料のポイントとなる部分を正確に読み取る

手手手手だてだてだてだて①①①①

手手手手だてだてだてだて②②②②

手手手手だてだてだてだて③③③③

比較し、

関連づける

論理的に

考える

思
考

力
・

判
断

力
が

育
つ

表
現

力
が

育
つ

見方・考え方が

多様化・深化する
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４．授業実践及び実践結果の分析と考察４．授業実践及び実践結果の分析と考察４．授業実践及び実践結果の分析と考察４．授業実践及び実践結果の分析と考察

（１）指導計画

実践授業は、所属校である静岡市立高松中学校の３年生で行うことになった。

公民的分野「人権と共生社会」の単元から、平等権及び男女共同参画について扱う

「共に生きる～男女平等をめざして～」を実践することとした。生徒にとって身近な話題

であること、様々な視点から読み取ることができる資料を扱いやすく、意見が出しやすい

ことがその理由である。

授業を行った３年３組は、男子１９名、女子１６名、計３５名の学級で、授業にまじめに

取り組み、話し合いも活発にすることができる生徒たちである。生徒会活動で、福祉活

動を活動の中心にしていることから、ボランティア活動の経験がある。総合的な学習で、

福祉施設を訪問している生徒も多い。また最近になって学区内に大型商業施設や公共

施設ができたため、障害者優先駐車場やバリアフリー施設を目にする機会も増えてい

る。これらのことから、「差別はいけないことだ」「障害のある方への配慮が必要だ」などの考え

方を身につけ、「共生社会の実現」については理解が進んでいるものと考えられる。

しかし、女性の労働問題や男女共同参画社会を目指す際に課題となっていることに

ついては、ほとんど意識していないのではないかと思われる。

そこで、第１時では、生徒たちに固定化された性役割意識が根付いていることを資料

を使って確認した上で、固定化された性役割意識が具体的にどのようなものか投げか

け、用意した資料を渡す。そこで、手だて①資料の読み取り方を指導手だて①資料の読み取り方を指導手だて①資料の読み取り方を指導手だて①資料の読み取り方を指導する。

第２時は、手だて②の資料から読み取れる「事実」と、そこから考えられる「主張」をわけ手だて②の資料から読み取れる「事実」と、そこから考えられる「主張」をわけ手だて②の資料から読み取れる「事実」と、そこから考えられる「主張」をわけ手だて②の資料から読み取れる「事実」と、そこから考えられる「主張」をわけ

て考えさせるて考えさせるて考えさせるて考えさせることを実践する。そして、読み取った事実と主張を小グループで話し合い、

考えを深化・多様化させる。

第３時には、手だて③「事実」と「主張」をもとに、考え話し合う手だて③「事実」と「主張」をもとに、考え話し合う手だて③「事実」と「主張」をもとに、考え話し合う手だて③「事実」と「主張」をもとに、考え話し合う時間を設ける。第２時ま

でに読み取り考えたことをもとに、「なぜ固定的な性役割意識ができるのか」「どうしたら

改善できるか」について話し合う。

ここでは、働くこと、家事、育児、介護等の負担を完全に男女平等にするべき、と決め

つけることがないよう注意したい。社会全体の仕組みやものの考え方を根底から変えて

いななければ解決しない問題であり、解決が難しいためである。そのため、まずは男性

中心の社会のあり方や男女の役割を固定的に考える差別の芽を持っていることを生徒

に気づかせた上で、男性も女性も、ともに社会で活躍できるようにするにはどのような努

力が必要か、を考えさせたい。

その際、主観ではなく、客観的な資料を的確に読み取ることで、問題の本質をとら

え、解決策を見いだせるよう指導したい。
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（２）授業の概要

①第１時 ７月６日（月） 第２時間目（９：４０～１０：３０）

ア 本時の目標

男女の役割についての固定的な考え方があることに気づくことができる。

イ 本時の展開

段階 学習活動 備考

導入 「男だから！？女だから！？」 資料Ａ：男女共同参画副読本

【資料Ａ：「男だから！？女だから！？」】

○吹き出しに書いた言葉を発表し合い、お互いの考えを知る。

・男だから、女だから、という固定的な意識があることに気づく。

展開 固定的な意識にはどのようなものがあるか調べよう 資料Ｂ～Ｇ配布

男性の子育て休暇取得率の資料を読み取ろう 手だて①

【資料Ｂ：男性の子育て休暇取得率】…折れ線グラフの読み方 ＷＳ配布

○変化に着目しよう【事実を読み取る】【事実を読み取る】【事実を読み取る】【事実を読み取る】 ・個人で読み取る

・右上がりか、右下がりか、変化なしか？

・山、谷はないか？

○変化（あるいは変化なし）の理由を考えよう【主張をつくる】【主張をつくる】【主張をつくる】【主張をつくる】

・なぜそのような変化（あるいは変化なし）があるのか？

・背景はなにか？

まとめ この資料から読み取った事実と主張を発表しよう

・事実：男性の子育て休暇取得率は低い。 個人で読み取ったこ

男性の子育て休暇取得率はのびている。 とを発表する

・主張：女性は育児、という固定的な考え方がある。

固定的な考えをしない人が増えている。

資料の特徴を知ろう

○資料の読み取りポイントを解説する。

・棒グラフ（資料Ｃ）…どの項目が多いか、少ないか

・折れ線グラフ（資料Ｄ）…前時と同じ

・帯グラフ（資料Ｅ，Ｆ、Ｇ）…項目ごとに比較する
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ウ 授業分析

（ア） 資料Ａ「男だから！？女だから！？」

今年度、男女共同参画についての副読本として、静岡市教育委員会学校教育課の

協力のもと、静岡市生活文化局市民生活部男女共同参画課が作成した資料「世界で

たった一人のわたし」より抜粋した資料を提示した。この資料のねらいは、

○「男だから…」「女だから…」という固定的な性役割意識がないか振り返る。

○性別にとらわれず、一人ひとりが個性を活かし、自分らしく生きようとする態度を育てる。

○男女相互の理解を一層深めるとともに、人間として互いに協力し、尊重しあう態度を養う。

の三点である。

本単元では、「男だから…」「女だから…」という固定的な意識を、無意識のうちに持っ

ていることを確認するための資料として生徒に提示した。

【資料Ａ】

資料Ａ　①　おままごと
45.5 13.6 40.9持っている どちらともいえない 持っていない 資料Ａ　②　パパがお迎え

40.0 10.0 50.0持っている どちらともいえない 持っていない
資料Ａ　③　趣味は編み物
59.1 31.8 9.1

持っている どちらともいえない 持っていない 資料Ａ　④　洗濯
71.4 28.6持っている どちらともいえない 持っていない
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生徒が吹き出しに書いた言葉について、男女の固定的な性役割意識を「持っている」「持

っていない」「どちらともいえない」か集計した。

資料①では、固定的な性役割意識を持っていない生徒が４０％となった。「いいよ」と答え

る生徒はごくわずかで、男の子がボールを持っているところから、「ボールで遊ぶから」等の答えが

多かった。

資料②は、生徒はどう書いていいのか悩んだようで、授業中も質問が多かった。生徒に聞

くと、実際に保育園等のお迎えにお父さんが来た、という生徒は３５人中３名ほどだった。

資料③では、固定的な性役割意識を持つ生徒が６０％近くになり、資料④では７０％を超

えた。編み物や洗濯は女性がするもの、という意識が強く、実際生徒の家庭でもそうだ、とい

う声が多く聞かれた。

全体的として、固定的な性役割意識を持っている生徒は５４，１％、持っていない生徒は

３１，８％であった。

そこで、なぜこのような結果になるのか生徒に投げかけたところ、「男の人は仕事、女の人

は家事、という考え方がある」という意見が大勢を占めたため、

「男の人は仕事、女の人は家事という意識にはどのようなものがあるだろうか」「男の人は仕事、女の人は家事という意識にはどのようなものがあるだろうか」「男の人は仕事、女の人は家事という意識にはどのようなものがあるだろうか」「男の人は仕事、女の人は家事という意識にはどのようなものがあるだろうか」

を学習課題としてその後の学習を展開した。

（イ）資料Ｂ「育児休業取得率の推移」

静岡県男女共同参画センターが監修し、

年２回発行される「ねっとわぁく」第５４号の

特集「全開！！子育てパパ・パワー」より、

厚生労働省が平成２０年８月に発表した「平

成１９年度雇用均等基本調査」から作成した

平成８年度から１９年度までの育児休業取

得率の変化についての資料を提示した。

女性の育児休業取得率は、平成８年度か

ら１９年度にかけて、４９，１％から８９，７％に

上昇している。ただしこの数値は、出産まで

に会社に在籍していた女性のうち育児休業

をとったものの割合であり、出産前に退職し

たものは含まないので、実数として育児休

業を取得した女性が増えたかどうかについ

ては不明である。しかし、制度としての育児

休業を取得した女性が増えていることを示し

ている。

一方男性の育児休業取得率は１，５６％

と、きわめて低い水準である。政府が平成２１年度までに目標としている男性の育児休

業取得率１０％にはほど遠い。しかし、平成１７年度の０，５６％に比べれば３倍に増え、
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一定の成果が認められる。また、厚生労働省が平成２０年５月に公表した「今後の仕事

と家庭の両立支援に関する調査」によると、育児休業を利用したいと考えている男性の

割合は３１，８％であり、男性も育児に関心を持ち、育児に参加したいと考えている男性

が増えていることがわかる。こうした男性の意識が、女性に比べてわずかではあるが、育

児休業取得率にも表れているといえる。

この資料から、生徒に読み取らせたい事実は、以下の２点である。

○女性・男性ともに育児休業取得率が上昇していること。

○しかし、男性は女性に比べて、育児休業取得率がきわめて低いこと。

そこで、手だて①手だて①手だて①手だて①として、折れ線グラフの読み方について生徒に指導した。

折れ線グラフは、変化を読み取るグラフである。

徐々に上がる・下がる、突然上がる・下がるなどの大きな変化を見つけ、その背景は

何か考えることで、そのグラフが意味していることを読み取ることができることを生徒に教

え、資料Ｂの読み取りに入った。

【資料Ｂから読み取った「事実」】・年々、男女の取得率が上がっている。・女性のほとんどが休暇を取っている。・男性が休暇を取っている人はとても少ない。・女性は平均的に上昇しているが、男性は17年度から19年度にかけて大幅に上昇している。
【資料Ｂからいえる「主張」】

「グラフの変化の背景となるのは、どのようなことがあると考えられるか」について書くよう指

示した。・育児をするのは女性と考えている。・男女とも育児休暇に対する意識が年々高くなっている。・女性の方が育児をして、その間も将来のため男性は仕事を休めない…（女性の方が休みやすい！）
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②第２時 ７月８日（水） 第３時間目（１０：４０～１１：３０）

ア 本時の目標

資料を事実と意見を分けて的確に読み取り、自信を持って自分の考えを表現すること

ができる。

イ 本時の展開

段階 学習活動 備考

導入 固定的な意識にはどのようなものがあるか調べよう

個人で読み取ろう 手だて②

・資料を選択する（ひとり２つ以上の資料を読み取る） 事実と主張をわけて

・選択した資料から事実と主張を分けて読み取る。 資料を読み取る

展開 グループで、読み取ったことを話し合おう

・資料ごとに、読み取った事実と主張を話し合う。

資料Ｂ：育児休業取得率の推移資料Ｂ：育児休業取得率の推移資料Ｂ：育児休業取得率の推移資料Ｂ：育児休業取得率の推移・事実：男性の子育て休暇取得率は低い。男性の子育て休暇取得率はのびている。・主張：女性は育児、という固定的な考え方がある。固定的な考えをしない人が増えている。
資料Ｃ：男性が育児休暇を取得しなかった理由資料Ｃ：男性が育児休暇を取得しなかった理由資料Ｃ：男性が育児休暇を取得しなかった理由資料Ｃ：男性が育児休暇を取得しなかった理由・事実：男性が育児休暇を取得することに理解がない職場が多い。男性の給与が入らないと経済的に困る家庭が多い。・主張：男性が育児休暇を取得しにくい環境がある。男性の給与が家計を支えているのではないか。
資料Ｄ：男女の賃金格差資料Ｄ：男女の賃金格差資料Ｄ：男女の賃金格差資料Ｄ：男女の賃金格差・事実：男性の方が給与が高い。女性の方が低い。男女の格差があまり縮まらない。・主張：男性の給与が家計を支えている。男性は育児休暇を取得しにくい。
資料Ｅ：社会の分野別の男女の平等感資料Ｅ：社会の分野別の男女の平等感資料Ｅ：社会の分野別の男女の平等感資料Ｅ：社会の分野別の男女の平等感・事実：家庭生活、職場、政治、しきたりなどで男性が優遇されていると感じる人が多い。・主張：女性が働きにくい環境があるのではないか。
資料Ｆ：家庭での役割資料Ｆ：家庭での役割資料Ｆ：家庭での役割資料Ｆ：家庭での役割・事実：男性は家計を支え、女性は家事、育児を担当している。・主張：男性は仕事、女性は家庭、という考えがある。
資料Ｇ：「夫は仕事、妻は家庭」という考え方について資料Ｇ：「夫は仕事、妻は家庭」という考え方について資料Ｇ：「夫は仕事、妻は家庭」という考え方について資料Ｇ：「夫は仕事、妻は家庭」という考え方について・事実：男性も女性も「夫は仕事、妻は家庭」に反対する人の方が多い。・主張：女性でも「妻は家庭」と考えている人は４０％はいる。女性にも役割を固定的に考えている人が多い。

まとめ 新たに気づいたこと、考えたことをまとめよう

・グループ協議で深化・多様化した自分の考えをまとめる。
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ウ 授業分析

第２時は、第１時に資料Ｂを使って行った手だて２「資料を事実と意見にわけて読み

取る」を、グループ活動を中心に行った。

ここでは生徒一人ひとりがじっくりと資料と向き合い、自分の主張を作ることを目的とし

ている。さらにグループ活動を位置づけるのは、それぞれが読み取った「事実」や考え

た「意見」を小グループで持ち寄ることにより、新たな事実に気づいたり、異なる意見を

聞いて新たな視点を知ったりして、生徒の思考を深化・多様化させることをねらっている

ためである。

具体的には、最初に２０分間、資料Ｃ～資料Ｇの５つの資料について、その資料から

読み取ることができる「事実」と「意見」を個人でワークシートに書き込む。その後２０分間

で、５～６名の小グループで司会をたて、それぞれが読み取った事実と意見を伝え合

い、お互いの意見について話し合った。

授業最後のアンケートでは、普段とは違う形態でおもしろかった、小グループで話し

合って意見を戦わせるのが楽しかった、等の感想があった。

また、意見交換をする中で、新たな事実に気づいたり、異なる意見を聞いて新たな視

点を知ったりした生徒が見られたが、ワークシートの書き方の指導を徹底しなかったため

に、具体的にどのように生徒の意見が深化・多様化したか検証することができなかった。

これは、ワークシートの形状を工夫することで解決できると考えられる。

（ア）資料Ｃ「男性が育児休業を取得しなかった理由」

資料Ｂと同じく、静岡県男女共同参画センター監修の「ねっとわぁく」第５４号特集「全

開！！子育てパパ・パワー」より、日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関す

る調査」（２００３年・企業調査）、厚生労働省「平成１９年度女性雇用管理基本調査」結

果概要から作成された資料をもとに一部加工（生徒が考えやすいように項目を一部削

除）したものである。

この資料から、男性が積極的に育児休業を取得しない大きな理由が、収入の減少と、仕
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事が中断できない・理解が得られない等の職場環境にあることがわかる。

収入の減少については、現状では雇用保険で収入が保障されている（育児休業給

付金）が、月給の５０％程度にとどまるため、男女の給与格差（資料Ｄ）と併せて考える

と、男性の育児休業取得率が伸び悩む大きな原因であると言える。育児休業給付金

は、平成１９年１０月から増額されたが、これがさらに引き上げられれば、男性の育児休

業取得率の上昇に大きな影響を与えると考えられる。

職場環境については、男性が育児休業を取得しない理由の一番にあげている項目

である。あるインターネットによる調査では、「帰りにくい、休みにくい職場の雰囲気」が

男性の育児休業取得の大きな妨げになっている、と答える回答者が６割にのぼったとい

う。平成１７年労働経済の分析（総務省統計局「労働力調査」）によると、週６０時間以上

働く３０代の男性は、全体の四分の一にのぼる。週６０時間といえば、一日１２時間働い

ていることになる。その一方で、「平成１８年番厚生労働白書」によれば、日本の父親が

育児に費やす時間は一日２５分で、アメリカ・ノルウェーの１時間１３分、スウェーデンの１

時間７分と比べて、非常に短い。日本の男性が、仕事に大きく時間を割き、育児まで手

が回らない様子がよくわかる。

男性が育児休業を取得するためには、経済面の保障や労働環境等、男性の育児参

加を支援する仕組みの改善が必要であることをこのグラフは示している。

そこで、この資料から生徒に読み取らせたい事実は以下の二点である。

・男性が育児休業を取得しない理由は、職場での都合がつかないことが一番大きい。

・男性が育児休業を取得することで、経済的に困ってしまう。

【資料Ｃから読み取った「事実」】・仕事の都合がつかないが一番多い。・父親の給料が入らないと経済的に困るというところから、父親は休暇を取りにくいのがわかる。・「育児休業がとれることを知らなかった」人がいた。
割合としては、「仕事の都合がつかなかった」方が若干多いが、生徒の４８％は「経済

的に困るから」に着目していた。「仕事の都合がつかない」という状況を想像しづらかっ

たのではないかと思われるが、「男性が家計を支える」というイメージをここで強く持った

のではないかと考えられる。実際、この後の資料でも、男性が家計を支えている、という

データが多く出てくる。

【資料Ｃからいえる「主張」】・男性は仕事優先。・やっぱり女性より男性の方が収入が多いから、男性の収入がなくなると結構困る。・つまり男性には、男の人は仕事、女の人は家事という考えが強いのだと思う。
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（イ）資料Ｄ「男女の給与額の推移」

この資料は、平成２１年３月発行の「しずおか女と男のデータブック～男女共同参画

ひと ひと
の視点から見た静岡県の状況～」の、「男女別きまって支給する現金給与額の推移（静

岡県）」である。「きまって支給する現金給与額」とは、労働契約、就業規則等によって定

められている至急条件、算定方法によって支給された現金給与額で、職務手当、精皆

勤手当、通勤手当、家族手当、超過労働給与額等も含まれている。「平成１９年賃金構

造基本統計調査報告」から作成された。男女の給与格差については、教科書にも資料

があるが、こちらの方が格差の大きさや推移がよくわかり、また身近な静岡県に限定した

資料であるため、こちらの資料を使用した。

この資料からは、男女の賃金格差が、男性の賃金を１００とした場合女性の賃金は６２，３

と、大きく開いていること、昭和５５年から比べれば格差は縮まっているとはいえ、依然格差が

大きいことがわかる。

男女の賃金格差は静岡県に限ったことではなく、日本全体では男性の賃金を１００と

すると女性の賃金は６６，６％である。ＩＴＵＣ（国際労働組合総連合）が調査した世界規

模のデータで比較すると、日本以外の経済先進国ではカナダが男女間格差２７，５％、

アメリカが２２，４％、ＥＵが１５，９％で日本のように男女間格差が３３，４％ある国は世界

では非常に少ないとされている。ＩＬＯ（国際労働機関）でも、日本の男女賃金格差の問

題が議論されている。

男女の賃金格差が起こる理由は、男女の雇用機会の不平等と、それによって起こる

勤続年数の差によるものと、男女の雇用形態（総合職と一般職、フルタイムとパートタイ

ム）によるものが考えられる。どちらも企業側が、女性の中途離職を理由として男女の雇

用機会の不平等や雇用形態の差を生み出していると言える。事実、総務省がおこなっ

た「労働力調査」によると、男女の年齢別労働力率を比べると女性はＭ字曲線を描いて

おり、二十代後半から四十代にかけて、女性の離職が目立つことがわかる。
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しかしこれも、育児休業をとりやすく

する職場環境の整備に努めるなどの

企業側の努力によって改善できる点

ではないかと考えられる。男性が育児

休業をとりにくくさせている、収入や職

場での評価が、女性にとってもまた足

かせとなって高い離職率につながって

いるのである。

また、女性の中途離職については、

予言の自己成就理論が働いていると

いう説もある。「女性は中途離職するであろう」という予測のもとに、企業がそのリスクを押

さえるため女性の賃金を低く抑えるなどの対応をとることにより、女性が、女性差別をし

ない企業に移ったり、専業主婦になるなどの利益が相対的に高まるため、結果的に女

性の離職率が実際に高まってしまう、という理論である。よって、企業が「女性は中途離

職をしない」という予測のもとに対応すれば、離職率は変わってくる可能性があるとも言

える。

資料Ｄから生徒に読み取らせたい事実は以下の二点である。

・男女の賃金格差が大きいこと。

・昭和５５年と比べれば多少改善されているとはいえ、依然差が縮まっていないこと。

【資料Ｄから読み取った「事実」】・女性より男性が給与額が高い。・男女の給料の差がちょっとずつ縮まっているけどまだ差が大きい・男性も女性も給与額が上がっているが、男女賃金格差はあまり変化していない
棒グラフに着目して、男女の賃金格差が大きいことを指摘した生徒が６４，３％、折れ

線グラフの変化の少なさに着目して、賃金格差が縮まっていないことを指摘した生徒が

７，１％、両方を関連づけて考えることができた生徒が１０，７％であった。

【資料Ｄからいえる「主張」】・男女差別があった。男性の方が高いというのが当たり前になってしまっている。・男性と女性の差は昔から変わっていない・給与額を見ても女性だけで家計を支えるのは難しい・女性はだんだん増えているから、女性の社会進出が盛んになってきているんだと思った。
生徒の中には、男女の賃金格差がなぜ起こるのか疑問に思った生徒もいた。

また、「夫が家計を支えているため、家事・育児には参加しにくい」と考えた生徒が４０％、

「男女差別がある」と考えた生徒が１６％、その両方について考えた生徒が８％いた。中に

は、女性の賃金が上がってい

ることから「女性の社会進出が進んだ」と考える生徒もいた。その中で、・女性も働いている割合が増えた。だから、男性が家事をやっている人もいると思う。
と考える生徒がいた。この生徒は、資料Ｂでは「家事・育児は女性、仕事は男性という意

識がまだあるが、男性も育児をする意識が高まってきた」と考えている。
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（ウ）資料Ｅ「社会の分野別の男女の平等感」

この資料は、資料Ｄと同じく、「しずおか女と男のデータブック～男女共同参画の視点

ひと ひと
から見た静岡県の状況～」の、「社会の分野別の男女の平等感」から、生徒が考えやす

いように項目を減らして作成した。

資料出所は、静岡県生活・文化部男女共同参画室による「平成１３・１８年度静岡県

の男女共同参画に関する県民意識調査」である。

この資料からは、「学校教育の場」では「男女が平等である」と考える割合が高いこと

がわかる。元の資料では、平成１３年と１８年を比較しているが、政治の場、法律や制度

の上において、平等であると考える割合が８％ほど上昇しているが、おおむね男性が優

遇されていると答える割合が多く、とくに「社会通念、慣習、しきたり」において男性が優

遇されていると考える割合が非常に高い。

資料Ｅから生徒に読み取らせたい事実は以下の二点である。

・全体的に、社会全体で男性が優遇されていること。

・中でも、慣習・しきたりなどで男性がとくに優遇されていると感じる人が多いこと。

【資料Ｅから読み取った「事実」】・家庭・職場・政治・習慣などは男性の方が優遇である。・学校教育の場では、平等という考え方が一番多い
生徒の大半は、全体的に男性が優遇されている、と読み取っていた。さらに、学校教

育の場では平等だと感じている、という部分に注目する生徒が多かった。

【資料Ｅからいえる「主張」】・やっぱり収入を持ってる男性の方がつよい・慣習などでも父親が一番偉いみたいなのがあるのかと思った。・家庭生活でも職場でも、やっぱり女は家事をやる男は仕事をするという考えがあるのかと思った。・基本的に男性＞女性。これは昔から続いていることだと思った。男女平等ではない。
多くの生徒が、これまでの資料（資料Ｄなど）との関連から考えていることがわかった。

家庭生活で職場で学校教育の場で政治の場で慣習 ・ しきた りなどで ０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００（％）

社会の分野別の男女の平等感男性が優遇 平等 女性が優遇 わからない

しずおか女と男のデータブック 「平成１８年度静岡県の男女共同参画に関する県民意識調査」
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（エ）資料Ｆ「家庭での役割」

この資料は、資料Ｄ，Ｅと同じく、「しずおか女と男のデータブック～男女共同参画の視点

ひと ひと
から見た静岡県の状況～」の、「家庭での役割について」から、生徒が考えやすいように項目

を減らして作成した。資料出所は静岡県生活・文化部男女共同参画室が行った「平成１８年

度静岡県の男女共同参画に関する県民意識調査」である。

この資料の特徴的な部分は、家計を主に支えているのが夫であるのに対し、ほとんどの家

事・育児は妻が担当していることが明らかな点であり、生徒が当初感じた「男の人は仕事、女

の人は家事」ということが事実であることがわかる。

資料Ｅから生徒に読み取らせたい事実は以下の二点である。

・夫が家計を支えている。

・妻がおもに家事を担当している。

【資料Ｆから読み取った「事実」】・家計を支えるのは主に夫が多くて、家事をやるのが母。・育児・しつけは同じ程度・簡単な家事は男がやっているところもある
生徒の６５％は、当初感じたように「夫は仕事、妻は家事」と読み取った。中には夫の

様子に注目し、「ゴミだし等の簡単な家事はやっている男性もいる」「育児、しつけは他

のことと比べて男性もやっている」という生徒もいた。

【資料Ｆからいえる「主張」】・「仕事は夫、家事は妻」という考えが一般化してきている。・家計を支えるために夫は仕事して、家事・育児をするために妻は育児休業をとる。・妻の負担が大きすぎるのではないだろうか
とくに男性に注目した生徒の中には「男性は仕事だけではなく簡単な家事もしてい

る」と考えた生徒が２名いた。逆に、「女性の負担が大きすぎる」と考えた生徒もは名い

て、これは２人とも女子であった。

家計を支える掃除 ・ 洗濯 ・ 食事の支度などの家事
日々の家計管理育児 ・ しつけ
ゴミだしなどの簡単な家事

３ ． ５ ８ ９ ． ７６ １ ． ７ ８ ０ ． ９６ ５ ． ４
１ ０ ． ９ ５ ． ７１ ２ ． ５ ６ ． ６２ ８ ． １

８ ２ ． ３ １ ． ８２ ３ ． ０８ ． ９３ ． ４
３ ． ３２ ． ９２ ． ９３ ． ５３ ． １１ ０ ０ （ ％ ）０

家庭での役割主に妻 夫と妻同じ程度 主に夫 その他

しずおか女と男のデータブック 「平成１８年度 静岡県の男女共同参画に関する県民意識調査」
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（オ）資料Ｇ「夫は仕事、妻は家庭」という考え方

この資料は、資料Ｄ，Ｅ，Ｆと同じく、「しずおか女と男のデータブック～男女共同参画

ひと ひと
の視点から見た静岡県の状況～」の、「『夫は仕事、妻は家庭』という考え方について」

から提示した。資料出所は、静岡県県民部県民生活局県民のこえ室が行った「平成１９

年度県政世論調査」である。

この資料からは、男女の役割を固定的に考えることに反対の人が約５３％いることが

わかる。男女を比較すると、「反対」または「どちらかといえば反対」と答える女性が男性

よりも２，６ポイント高く、逆に「賛成」「どちらかといえば賛成」と答える男性が女性よりも

１，９ポイント高い。わずかであるが、「夫は仕事、妻は家庭」と考える男性が多く、そう考

えない女性が多い、とも言える。

その一方で、「夫は仕事、妻は家庭」と考える女性が３８，５％、つまり４割近くいる。こ

うした考えがいかに浸透し、固定化されているか、ということの証明とも言えるだろう。あ

まり注目されないことではあるが、男女共同参画を進めよう、という声の高まりの一方で、

女性自身が「妻は家庭に」と考えていることは、男女共同参画推進の大きな壁になるの

ではないかと考えられる。

生徒に読み取らせたい事実は以下の二点である。

・「夫は仕事、妻は家庭」という考え方に賛成する人が少ない、反対する人が多い。

・「夫は仕事、妻は家庭」という考えに賛成する女性が３８％もいる。

【資料Ｇから読み取った「事実」】・「賛成」＝「反対」×２になっている。男性も反対意見が多くある・女性は男性より賛成が少ない。反対が多い。・男女とも、賛成・反対が同じくらい。
生徒の９１％は「反対が多い、賛成が少ない」と読み取り、「賛成も反対もだいたい同

じくらい」ととらえた生徒は２名にとどまった。「反対が多い、賛成が少ない」と読み取った

生徒の中には、「男性でも反対している」「女性の賛成は少ない」と、おそらくは「夫は仕

事、妻は家庭」という考えは男性が賛成し、女性が反対する、と予測していたのではな

いかと考えられる生徒が見られた。

しかし、「夫は仕事、妻は家庭」という考えに賛成する女性が４割近くいることに注目し

た生徒は一人もいなかった。

【資料Ｇからいえる「主張」】・反対が多い割には、今までの資料でもわかるように男性優先や、夫は仕事、妻は家庭という考え方はまだたくさん残っているといえる。・賛成という人は、夫の方が家計を支えているのだと思う。・反対と思っている人はたくさんいるけど、その考えが伝わってないから、仕事は男性、家庭（家事）は女性という考えが固定されている。
「反対する人は多いが、現実には夫は仕事、妻は家庭となっている」と考える生徒が３

３％いた。これまで読み取った資料との関連から考えていると思われる。その一方で、

「この考え方でやると、家族間がぎくしゃくするのではないか」と考える生徒も２名いた。
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③第３時 ７月９日（木） 第５時間目（１４：００～１４：５０）

ア 本時の目標

共生社会の実現の具体的な方法について考察することができる。

イ 本時の展開

段階 学習活動 備考

導入 固定的な意識にはどのようなものがあるか調べよう

・資料Ｂ：女性は育児、という意識がある。 手だて③

・資料Ｃ：男性が育児休暇を取りにくい環境がある。企業が 読み取ったことをも

「育児は女性」と考えているのではないか。 とに話し合う

男性が家計を支えている。

・資料Ｄ：男性が家計を支えている。企業が「男性は仕事」と

考えているのではないか。

・資料Ｅ：「男性は仕事、女性は家庭」という考えをする人が

多いのではないか。

・資料Ｆ：「男性は仕事、女性は家庭」という考えをする人が

多いのではないか。

・資料Ｇ：女性でも、「男性は仕事、女性は家庭」と考える人

が多い。

展開 固定的な意識ができる理由はなんだろうか

○昔からの慣習

・社会通年などで男性が優遇されていると感じる人が多い。

・「夫は仕事、妻は家庭」という考えの人が半数近くいる。

○社会のしくみ

・賃金格差が大きいので、女性は働き続けるのが難しい。

・職場、社会通念などで男性が優遇されているので、女

性が活躍するのが難しい。

・女性議員の割合が低いなど、政治の面でも女性が活躍

できる場が少ない。

・男性が家事・育児に参加しにくい環境なのではないか。

まとめ 固定的な意識を改善するにはどうしたらよいだろうか。 同様に、隠れた差別

・企業は、男女の賃金格差をなくす努力をする。 の芽があり、共生社

・企業は、男性も育児休暇が取得しやすい環境をつくる。 会の実現に向けて努

・国は、政治の面でも女性が活躍できるようにする。 力が必要な事例とし

・個人は、男女の固定的な意識を持って差別的な言動をし て、部落差別・民族

ないよう努力する。 差別、障害者差別等

があることに触れる。
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ウ 授業分析

（ア）「固定的な意識にはどのようなものがあるか調べよう」

第２時に読み取った内容のうち、読み取った「事実」から考えた「意見」について発表した。

発言した生徒は１２名で、複数回発言した生徒もいた。一度グループ内で検討した内

容なので、自信を持って発言することができた生徒が多かった。

＜資料Ｃ「男性が育児休業を取得しなかった理由」＞Ａ（男子） ○不景気なので、少しでも働いて多くのお金を得ようとしている。Ｂ（男子） ○男性の月給が女性よりも多いから。Ｃ（男子） ○父親はあまり育児に関心を持っていない。Ｄ（女子） ○父親が仕事の都合がつかなかったのは、男性の方が重要な仕事についているから、休みにくいと考えているのではないか。
ここで発言したほとんどの生徒が、ワークシートに書いた内容とは別のことを発言している。

グループ内でお互いの意見を話し合い、自分の考えを深化・多様化させて発言している。

男性が育児休業を取得しない大きな二つの要因である、給与のこと、職場環境のことが両

方出された。

＜資料Ｄ「男女の給与額の推移」＞Ｅ（男子） ○給与額の差からも、女性だけでは経済面を助けていくことはできにくい。Ｆ（男子） ○女性より男性の方が稼ぎがいい。Ｇ（女子） ○こういうことが当たり前になって、男女差別が起こっている。
生徒Ｅと生徒Ｇは、グループ内で話し合ったときに話した自分の考えを話している。

生徒Ｅと生徒Ｇは同じグループで、もっとも活発に話し合っているグループであった。生

徒Ｇはまじめに授業に取り組む生徒であるが、積極的に発言することは滅多にない生

徒であり、話し合いにより、自信を持って発言することができたものと考えられる。

生徒Ｆは、資料を読み込むときに資料Ｄを選択していない。同じグループの生徒のワーク

シートの内容から、グループでの話し合いを聞いて考えたことを発言したようである。

直接、男女の賃金格差が、男性が女性と同等に仕事と家事・育児に取り組みにくくし

ていることに発言が及ばなかったものの、全体の中では少数の生徒しか考えなかった賃

金による男女差別があるということを全体に知らせることができた。

＜資料Ｅ「社会の分野別の男女の平等感」＞Ｈ（男子） ○いろんな分野の中で男性の方が６０％以上、上ってかんじがする。Ｄ（女子） ○Ｄもそうだが、お金を稼いでいるのが男性だから、お金を稼いでいる方が偉い。Ｅ（男子） ○男性に権力があるってイメージがある。Ｆ（男子） ○学校教育の場で同等と感じているから、学校教育の場では平等でなくてはいけない。
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生徒Ｈは、ワークシートの内容を発言した。生徒Ｈと生徒Ｆは同じグループで、生徒Ｆ

はこの資料を選択していなかったが、グループでの話し合いの際に、学校教育の場で

の男女の平等感について興味を持ったようで、盛んに討論していた。

生徒Ｄは第２時に欠席していたが、第３時のはじめに資料をざっと読み込み、そこで

考えたことを発言している。その発言内容を受けて、生徒Ｅがグループ内で話題になっ

たことを発言していた。

男女の平等感から、「男性に権力があるというイメージ」という、慣習的な部分で男性

が優遇されていることを表現することができた。

＜資料Ｆ「家庭での役割＞Ｉ（男子） ほとんどの家庭の仕事がやっているので、家庭での役割は女性というイメージがまだある。Ｊ（男子） 資料Ｅで男性が優遇されているように、男性の方がお金を稼いでいるから、女性にやらせている。Ｈ（男子） 男性が一家の大黒柱で家計を支えて家族を養うための仕事をしているので、男性が得意ではないことを女性がフォローしている。Ｅ（男子） 家庭での役割からも、男性が仕事、女性が家事育児というのが当たり前というか、はっきりしている。
生徒Ｊ，生徒Ｈはこれまでの資料と関連させて発言することができた。生徒Ｉは、この資

料を選択していなかったが、グループでの話し合いの結果、「男性は仕事だけでなく、

簡単な家事もやっている」と男性の視点に立って記述した生徒であったが、このことは

発言しなかった。

この資料から、生徒が漠然と感じていた「男の人は仕事、女の人は家事」というイメー

ジが事実であることを確認することができた。

＜資料Ｇ「夫は仕事、妻は家庭」という考え方＞Ｋ（女子） 女性が家事をしているから、こういう考え方が実際そうなっている。Ｌ（女子） 反対の方が多いけど、他の資料を見ると「夫は仕事、妻は家事」だから、実際は「夫は仕事、妻は家事」Ｃ（男子） 今までの資料の稼げる量とか役割とか、生活していくには男が仕事して女が家庭を支えるっていうほうが、自然。Ｂ（女子） やっていない方が楽。仕事をしている方は家事が楽って思ってて、家事をしている方は仕事の方が楽って思ってる。
この資料については、女子の発言が多く見られた。中でも生徒Ｌ，生徒Ｂは、授業態度は

まじめでノートやワークシートに自分の考えをまとまった量の文章で書くことができるものの、

発言はほとんどしない生徒であるので、この授業に非常に興味・関心を持ち、またグループ

での話し合いで自信を持つことができて発言することができたものと考えられる。

また、どの生徒も他の資料との関連から発言することができている。これもグループで

の話し合いの効果が出ていると考えられる。
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（イ）固定的な意識ができる理由は何だろうか

それぞれの資料から読み取り考えたことを発表した上で、「なぜ『男の人は仕事、女の

人は家事』というような、固定的な意識ができるのか」理由を考えようと投げかけた。

６７％の生徒が、固定的な意識ができる理由を男女の賃金格差と考え、「昔からの考

え」であると考えた生徒が９％、賃金格差と昔からの考えの両方と考える生徒が同じく９

％、男性優遇の社会であることを理由とした生徒が同じく９％であった。男女の能力差

（身体的なもの）によるものと考える生徒も２名いた。

中には、男性を取り巻く職場の環境が、家事・育児に参加させにくくさせていると考え

る生徒、家事・育児に対する男性の意識が低いと考える生徒、家事・育児等は女性の

母性によるもの、女性の特質であると考える生徒もいた。

これらの考えを、複数の要因から考えることができた生徒は４８％、賃金格差によるも

の、男性優遇の社会によるもの等、一つの要因から考えた生徒は５２％であったが、そ

のうち、男女の賃金格差については、複数の資料に男女の賃金格差が影響を及ぼして

いると考えられるものがあり、それらを踏まえて考えている生徒をあわせると、複数の資

料から考えることができた生徒は７９％になると考えられ、複数の資料を使い、事実と意

見に分けたことで、複数の資料を比較・関連させ、新たな価値を見いださせることができ

たと言える。

授業では、６名の生徒が発言した。Ｂ（男子） 男性の方が収入が多いから、男性が働く方が家庭を支える。Ｍ（女子） 男性の方が収入が高いから、男性は働いて家計を支えるので、女性は、男性が働くから、その分しっかり家事をやる。Ａ（男子） すごく簡単に言うんですけど、昔からの習慣からかもしれない。どっかの時代で決まっちゃった。おじいちゃんは芝刈りに、おばあちゃんは洗濯に、ってころ。Ｎ（男子） やっぱり昔から。性別においての社会の役割が決まっちゃってて、厳しくはないかもしれないけど、形としてだいたいこうなんだなと思っちゃってるから。昔からの習慣・しきたりって資料から。Ｅ（男子） 昔は力仕事が多かった、漁師とか。力のある男性、働けない女性は家庭で家事をするっていう男女の役割が習慣としてあった。Ｊ（男子） 男性の方が生まれつき力が強くて、女性の方が弱くて、その辺のことから。

男女の賃金格差,67% 昔からの慣習 9%
賃金・慣習,9%

男性優遇の社会, 9%
男女の能力差, 6%男女の賃金格差 昔からの慣習 賃金・慣習 男性優遇の社会 男女の能力差
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多くの生徒が考えていた、男女の賃金格差による影響と、昔からの考え、の２点が発

表された。

生徒Ｅ，生徒Ｊの２名は、男女の身体的な能力差についてワークシートに書いていた２

名である。「昔からの考え」という意見が出されたところで、関連させて自分の考えを主張

した。

生徒Ａの考える「昔から」とは、中世以降を指すようであるが、実際は、これらの性役

割意識が固定化・一般化したのは戦後、高度経済成長期である。むしろ中世・近世は

男性も家事を積極的にこなし、女性も農業など外で働いていた時代である。戦後のごく

わずかな期間に、右肩上がりの経済成長により女性が働く必要が薄くなったため、性役

割意識が定着したので、「昔」とはどの時代を指すのか、ということをはっきりさせておく

必要があった。

（ウ）固定的な意識を改善するにはどうしたらよいだろうか

（１）、（２）で明らかになった固定的な意識を改善するにはどうしたらよいか、改善策を

考えるよう投げかけた。

給与や雇用の面で、男女差別をなくすべきであるという、企業側の努力が必要だと考

えた生徒が最も多く、４１，３％に上った。また、男性も家事をするべき、家庭内で男女協

力するべきなどの意見が続き、１３％ずついたが、逆に改善する必要はない、と考える

生徒も同じく１３％いた。その他には、「『男性は仕事、女性は家庭』という考え方を改め

るべき」、「女性も男性と同様に仕事をするべき」などの意見があった。

ほとんどの生徒が、まとまった量の文章でしっかりと自分の意見を書くことができてい

た。単元のまとめとなる部分であり、これまでの学習を振り返り、自信を持って自分の考

えを書いている様子がうかがえた。

授業では、４名の生徒が発言した。Ｃ（男子） 女性も男性と同じように雇ってもらうといい。Ｎ（男子） 会社とかが本当に平等になればいい。Ｅ（男子） 改善する必要はない。さっき言ったように平等にしたら、戦争に行くのも男性だけじゃなく女性もいいってなって、本当に平等にするなら、そういうこともしなくちゃ。Ｆ（男子） 家庭でもたまには役割を変える。
生徒Ｃ，生徒Ｎは、企業の努力が必要であることを主張した。生徒Ｅは、改善する必

要はないという立場で発言した。生徒Ｅは（２）で男女の身体的な性差について主張して

いるので、このような発言になったものと思われる。

企業の努力, 41.30% 男性も家事を, 13.00%
家庭内での努力,13.00%

改善の必要なし,13.00%
その他, 15.10%企業の努力 男性も家事を 家庭内での努力 改善の必要なし その他
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（３）分析と考察

①事後アンケート

授業後、生徒に手だては学習を深めるのに有効であったか、アンケートを採った。

アンケート項目は、①この授業を受けて、グラフの読み方（折れ線グラフ、帯グラフなど）のポイントがわかるようになった とくにかわらない 今でもよくわからない②資料を読み取るときに、資料から「事実」を読み取ることが…できるようになった とくにかわらない 今でも苦手③資料から読み取った「事実」から言えることが…考えやすくなった とくにかわらない 今でも苦手④資料から読み取れる「事実」と「言えること」をわけたことで…資料を読み取りやすくなった とくにかわらない 今でも苦手
の四点である。アンケートの①は手だての①、アンケートの②・③・④は手だての②が

それぞれ有効であったかを図る材料となる。

ア アンケート①「授業を受けて、グラフの読み方のポイントが…」

第１時に行った、グラフの読み取り方について

尋ねた項目である。グラフの読み取りのポイントが

わかるようになった生徒が９７％と、高い比率を占

めた。

折れ線グラフ、帯グラフ等グラフの読み取りのポイ

ントは、わかっているつもりになっていても改めて考え

たことがなかった生徒が多かったものと考えられる。

今後の授業にも役立つと考える生徒もいた。

グラフ以外の資料についても指導の仕方を考えたい。

イ アンケート②「資料を読み取るときに、資料から「事実」を読み取ることが…」

「できるようになった」と答えた生徒が８７．９

％、「変わらない」と答えた生徒が４％であった。

「変わらない」と答えた生徒のうちの半数が、お

そらくは「事実」の区別の仕方、表現の仕方がわ

からずにいたものと考えられ、丁寧な指示の仕

方を検討する必要があると思われる。

わかるようになった (97.0%)

変わらない
(3.0%)

わからない
(0.0%)

できるようになった (87.9%)

変わらない
(12.1%)

今でも苦手
(0.0%)
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ウ アンケート③「資料から読み取った「事実」から言えることが…」

読み取った「事実」から「主張」を作ること

ができるようになったかどうか尋ねた項目で

ある。他の項目と違い、授業後も「苦手」と

断る生徒が６．１％いた。また、アンケート②

で「変わらない」と答えた生徒のうち半数

が、アンケート③においても「変わらない」と

答えるなど、この手だての効果を考える際

の課題となる部分であると考えられる。しか

し、主張が考えやすくなった生徒は８割を

超えており、「資料を正確に読み取り、それをもとに主張ができる」ことには一定の効果があ

ったものと考えられる。

エ アンケート④資料から読み取れる「事実」と「言えること」をわけたことで…

資料から読み取れる内容を「事実」と

「主張」に分けることで、資料を読み取りや

すくなったり、複数の資料を比較・関連し

やすくなったり、論理的に考えやすくなっ

たりする、という仮説のもと行った授業であ

ったが、「読み取りやすくなった」と答えた

生徒は７８．１％であった。

８割近くの生徒が、「わかりやすくなっ

た」と答えているので、一定の効果があったものと考えられる。しかし、「変わらない」と答

え、事実と意見を分けることに効果を感じられなかった生徒が２１％いることから、検討す

べき点が多くあると言える。「変わらなかった」と答えた生徒の中には、「事実と意見のか

き分け方がよくわからなかった」と訴える生徒もいたので、ワークシートを工夫したり、生

徒へわかりやすく説明したりするなど、指導法を考え直したい。

考えやすくなった (81.8%)

変わらない
(12.1%)

今でも苦手
(6.1%)

読み取りやすくなった (78.1%)

変わらない
(21.9%)

今でも苦手
(0.0%)
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②ワークシート評価

生徒が資料を読み取った内容を評価した。

それぞれの資料について評価したのは三点である。

ア 読み取った事実は的確であったか。

イ 読み取った事実をもとに主張ができているか。

の二点について、資料ごとに四段階（Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点）で評価し、数値

化した。それぞれの項目について平均値を出し、手だてが有効であったか検証した。

ア 読み取った事実は的確であったか

どの資料についても平均値以上をとっていることから、生徒が的確に資料のポイントを

読み取ることができたと判断できる。

グラフの読み方についての指導が有効であったと思われる。

イ 読み取った事実をもとに主張ができているか

資料Ｄを除いて、平均値以上をとることができた。おおむね、資料ＢからＧにかけて数

値が上がっているのは、生徒が事実から主張を考えることに慣れてきたのではないかと

考えられる。

全体的に平均値を上回っていることから、根拠を持って自分の考えを主張することが

できるようになるために、手だてが有効であったと言える。

3.52 3.24 2.26 2.86 3.5 2.17
00.511.5
22.533.5
4

資料Ｂ 資料Ｃ 資料Ｄ 資料Ｅ 資料Ｆ 資料Ｇ

2.13 2.59 1.92 2.64 2.88 2.57
00.511.5
22.533.5

資料Ｂ 資料Ｃ 資料Ｄ 資料Ｅ 資料Ｆ 資料Ｇ
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③ 生徒の意識の変容

ア 生徒Ｇの変容～手だて②が有効であった生徒～

生徒Ｇは女子で、普段の授業では大変まじめに取り組み、ワークシート等に自分の考

えを丁寧に書くことができるものの、授業中の発言はほとんどない生徒である。

本単元では、第３時に二回発言することができた。事後のアンケートで、「一人で考え

た後に班で考えて、クラスで考えたので、とてもわかりやすかった」「今までグラフを読み

取った後どんなことが言えるかあまり考えたことがなかった」と答えていることから、本単

元の手だてが有効に働いた生徒のうちの一人だったと言える。

資料Ａでは、おままごとに誘われた男の子のセリフを「ボール遊びをしたいから」と答

えたり、男子生徒の趣味が編み物だと知って「へえーすごいね」と答えるなど、比較的、

固定的な性役割意識は薄いものと思われた。

資料Ｂ～Ｇの読み取りでは、男女の給与格差や慣習・しきたりから、男女の性役割意

識ができてきたと考えるようになり、男女差別があり、それをおかしいと感じながらも、性

役割意識をなくそうという考えが広まらない、と考えている。

まとめの段階では、男女関係なく、その人の個性を生かし、やりたいことを重視すべき

である、という考えに至った。この考えは、男女共同参画社会を推進していく上で大変

重要な考え方で、このように考えることができたのはクラスではこの生徒だけであった。

イ 生徒Ｏの変容～グループ活動が有効であった生徒～

生徒Ｏは女子で、普段の授業ではまじめに取り組み、内容の定着も非常に高い生徒であ

る。生徒Ｂと同様に、ワークシート等の課題には一生懸命取り組み、自分の考えを書くことが

できるが授業中の発言はほとんどなく、本単元でも全体の場で発言することはなかった。しか

し、グループ活動では活発に発言し、グループ内での討論の推進役であった。

資料Ａでは、おままごとの場面では「男の子だからやらないよ」、編み物の場面では

「男の子なのに変わってるね」、洗濯物の場面では「奥さんの代わりに選択なんてえらい

わね」等、固定的な男女の性役割意識を持っていることが伺われた。



- 長期研修報告31 -

資料Ｂ～Ｇの読み取りで、この固定的な男女の性役割意識ができる原因は男女の給

与格差にあると考え、企業側が雇用・給与の面で男女を平等に扱うべきであると、男女

の性役割意識の固定化解消へと考えが動いた。その理由は、資料Ｂ～Ｇの読み取りの

中で、女性の社会進出が進んでいるにもかかわらず、男性優遇の社会が変わらないこ

とに気づいたためであると考えられる。資料を丁寧に読み取る時間をとり、またグループ

内での活発な討論が効果を現したのではないかと思われる。

ウ 生徒Ｊの変容～グループ活動が有効であった生徒～

生徒Ｊは男子で、優しく穏やかでリーダー性があるため、周囲からも一目置かれている

存在である。授業にもまじめに取り組み、ここぞというときには発言して授業を盛り上げよ

うという意識を持っている。本単元でも活発に発言し、グループ内での話し合いでは司

会を務め、グループ内で全員が発言できるように気配りしていた。

資料Ａでは、おままごとの場面では「いいよ」と答えるなど、固定的な性役割意識がほ

とんどない様子であった。

資料Ｂ～Ｇの読み取りでは、男女の給与格差に注目し、雇用・給与の面での企業側

の努力が必要であると考えるようになった。また、生徒Ｊは、資料Ｅ～Ｇを選択せず、社

会の中での平等感や家庭での役割等は読み取っていなかったものの、グループ内で

の話し合いから資料Ｅ～Ｇの内容を聞き、友達の意見を聞くことで、「男の人は仕事、女

の人は家事」という考え方は、「昔からの考え方で、変えようとしているがしみこんでしま

っている」と結論づけ、それは男女の身体的な能力差に理由があるのではないかと考え

た。グループ活動を取り入れることで思考が多様化した生徒の中の一人である。

エ 生徒Ｅ～考えが変わらなかった生徒～

生徒Ｅは、授業で活発に発言する授業の推進役となる生徒である。授業では大きな

声で堂々と発言することができる。本単元でも、何回も発言することができた。

資料Ａでは、おままごとの場面で「女の遊びはしない」と発言するなど、固定的な性役

割意識を持っていることがわかった。

資料Ｂ～Ｇの読み取りでは、男女の給与格差があることや、男性優遇の社会であるこ

とを読み取り、その原因は男女の身体的な能力差にあるため、改善する必要はないと

結論づけた。

資料から読み取るべき事実や主張については大変すばらしく、結論についても「改善

の必要がない」という意見は当然あるものだが、「身体的な能力差」については様々な

問題があることを指摘すべきであった。
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５．研究のまとめ５．研究のまとめ５．研究のまとめ５．研究のまとめ

（１）成果

本研究では、資料の読み取り方を指導し（手だて①）、読み取った内容を事実と意見にわ

け、グループで話し合い（手だて②）、読み取った内容を元に話し合う時間を設ける（手だて

③）ことで、自信を持って自分なりの考えを表現することができる生徒を育成することを試みる

実践を行った。その結果、次のような成果が見られた。

① 資料の読み取り方が身に付いた① 資料の読み取り方が身に付いた① 資料の読み取り方が身に付いた① 資料の読み取り方が身に付いた

事後アンケートから、「グラフの読み方のポイントが身に付いた」と答えた生徒が９７％にの

ぼることがわかった。また、ワークシートを評価し、読み取った事実は的確であったか調べる

と、すべての資料で生徒が的確に資料を読み取ることができていることがわかった。

そのため、手だて①が有効であったと言える。

社会科の授業では、折れ線グラフや帯グラフ・円グラフ等のグラフからさまざまな事象

の原因や影響を読み取ることが多く、これまで生徒は読み取ることができているもの、と

思いこみ、とくに指導することなく過ごしてきてしまった。実際、小学校の教科書等を見る

と、小学校３年生で棒グラフ、５年生で円グラフと、段階を追って読み方の指導はされて

きてはいるものの、改めてポイントを指導することで、生徒も納得し、手応えを感じながら

資料から的確な事実を読み取ることができることがわかった。

本研究では公民的分野で実践授業を行ったため、グラフの指導にとどまったが、地

形図や文章資料の読み取りについても、読み取り方の指導をすることで生徒の実力が

高まることが期待されると思われる。

② 内容についての理解が深まった② 内容についての理解が深まった② 内容についての理解が深まった② 内容についての理解が深まった

本研究の実践授業では、「人権と共生社会」の単元から、平等権及び男女共同参画

についてあつかった。とくに男女共同参画に重きを置いて資料を選択したが、生徒が固

定的な性役割意識を持っていること、男性の育児休業取得率や男女の給与格差、社会

の中での平等感などの多様な資料を使ったことで、生徒の男女共同参画についての理

解が深まったと思われる。

それは、実践授業第３時の「固定的な意識を改善するにはどうしたらよいだろうか」と

いう問いに対する生徒の答えからよくわかる。固定的な性役割意識を改善することが必

要であり、そのために必要だと考えることを、それぞれの生徒が根拠を持って説明する

ことができていた。中には「改善する必要はない」と考える生徒もいたが、それらの生徒

も、その根拠とすることをしっかりと主張することができた。

手だて②によって、「事実」と「主張」をわけて考えることで、根拠を持って自分の考え

を主張することができるようになったこと、小グループでの意見交換で思考を深化・多様

化させ、より深く、多様な視点からの主張ができるようになったことが効果をもたらしたも

のと考えられる。
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③ 学習形態の工夫、場の設定が有効であった③ 学習形態の工夫、場の設定が有効であった③ 学習形態の工夫、場の設定が有効であった③ 学習形態の工夫、場の設定が有効であった

成果①資料の読み取り方が身に付き、成果②内容についての理解が深まった結果、普

段は自信がなく授業中に発言することが少ない生徒が自信を持って複数回発言することが

できたり、自分が読み取った資料以外の内容も友達から聞き取ってさらに自分の考えを発展

させて発言する生徒が見られるなど、本研究のテーマである「自信を持って自分なりの考え

を表現することができる」姿を見ることができた。手だて②小グループでの意見交換や、手だ

て③「事実」と「主張」をもとに考え話し合う時間を設けることが有効に働いた結果であると考

えられる。

（２）課題

本研究を進める中で、生徒が的確に資料を読み取り、自信を持って自分なりの考えを表

現するためには、さらに以下の課題があることが浮かび上がった。

① 資料の精選① 資料の精選① 資料の精選① 資料の精選

本実践授業では、時数の都合から、１時間で資料Ｃ～Ｇの５つの資料を生徒に提示

し、「事実」と「意見」を分けて考えるよう指示を出した。

その結果、一つ一つの資料について、生徒がどのようなことを読み取り、どのようなことに

躓いているのか、理解の深まりがとらえづらくなり、きめ細やかな支援をすることができな

かった。

一時間に与える資料の数を精選することで、生徒が的確に資料を読み取ることができ

ているかとらえ、必要な支援をしたり、生徒の意見に深まりを与えられるような助言ができ

るのではないかと思われる。

② 発問の工夫② 発問の工夫② 発問の工夫② 発問の工夫

本実践授業では、手だて③の「事実と主張をもとに、考え合い話し合う時間を設ける」際の

発問を、「固定的な意識を改善するにはどうしたらよいだろうか」とした。それぞれが読み取っ

た内容や考えた内容から、生徒は自分なりの考えを表現することができたが、意見対立を生

むような発問にすれば、生徒は根拠とする資料を再度見直したり、他の意見に耳を傾け再度

自分の立場を考え直したり、より論理的にわかりやすく自分の考えを伝えようとしたりするな

ど、思考がより深まるような展開が期待できたのではないかと思われる。

これは、願う生徒像の②「複数の資料を比較・関連させ、新たな価値を見出させる生徒」

③「資料を根拠とする自分の考えを論理的に伝えることができる生徒」の育成に大きな効

果をもたらすのではないか。

以上から、「資料を的確に読み取り、自信を持って自分なりの考えを表現することがで

きる生徒の育成」のために、手だて①資料の読み取り方を指導する、手だて②資料から

読み取れる「事実」と、そこから考えられる「主張」をわけて考えさせる、手だて③「事実」

と「主張」をもとに、考え合い話し合う時間を設けることは、非常に有効であった。しかし、

資料の精選と発問の工夫により、より効果をもたらすと考えられる。
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